
部活動名 会場 日程 競技・種目

6/2(土) 男女団体　準決勝まで 男子団体 ●２－３ 秋田 男子団体　２回戦敗退

男女団体　決勝 女子団体 ○３－０ 平成

男女ダブルス　ベスト８まで 　　　　 ●０－３ 秋田 女子団体　ベスト８

男女ダブルス　決勝まで 女子ダブルス　ベスト１６ 三浦和沙(3A)･宮腰優香(3A)

男女シングルス　ベスト３２まで 千葉星南(3B)･小笠原美奈(3B)

6/5(火) 男女シングルス　決勝まで 男女シングルス 入賞者なし

6/2(土) 男子団体　予選リーグ 男子団体 ●２－３ 増田

6/3(日) 男子団体　決勝トーナメント 　　　　 ●０－５ 秋田南 予選リーグ敗退

6/4(月) 男女個人戦１～３回戦 男子個人 ５名とも２回戦までに敗退

6/5(火) 男女個人戦４回戦～決勝 女子個人 ２回戦敗退

6/2(土) 個人戦　1回戦から4回戦まで 個人　優勝 佐藤大晴(2R)･岩間大輝(2B)【※インターハイ出場】

6/3(日) 個人戦　5回戦から決勝戦まで、団体2回戦まで 個人　７位 小坂朝陽(1A)･須藤稜太(2D)【※東北選手権出場】

6/4(月) 団体戦　3回戦から決勝戦まで 個人　７位 本間勇太(1A)･佐々木公介(2C)【※東北選手権出場】

個人　ベスト16 田畑壮真(2C)･齋藤和哉(2C)

学校対抗　２位 【※東北選手権出場】

　○　３－０　大曲農業 佐藤大晴(2R)･岩間大輝(2B)

　○　３－０　秋田西 近藤健(3D)･竹村陸人(2C)

　○　２－０　十和田 小坂朝陽(1A)･須藤稜太(2D)

　○　２－０　大曲 本間勇太(1A)･佐々木公介(2C)

　●　０－２　能代松陽

6/2(土) 個人戦　1回戦から4回戦まで 個人　ベスト16 宮野美春(2D)･松岡優里(2R)

6/3(日) 個人戦　5回戦から決勝戦まで、団体2回戦まで 学校対抗　ベスト16

6/4(月) 団体戦　3回戦から決勝戦まで 　○　平成

　●　大曲農業

男子団体戦 男子　●　０－４　大曲工業

（３校リーグ２試合まで、４校リーグ４試合まで） 　　　○　３－２　金足農業 男子団体予選リーグ敗退

女子団体戦（決勝まで）

6/3（日） 男子団体戦（決勝まで） 男子個人　60㎏　５位 三上信希(3R)

女子個人戦（決勝まで） 女子　●　１－２　能代 女子団体予選リーグ敗退

男子個人戦（ベスト１６まで）

6/5（火） 男子個人戦（決勝まで） 女子個人　70㎏　３位 菊池あゆみ(3B)

４００ｍ、男子１５００ｍ、５０００ｍW 男子トラック総合　５位

男子走幅跳、女子円盤 男子4×100mR　１位 仲居奨(3A)､野呂龍斗(2D)､佐藤朋也(1N)

１００ｍ、女子１５００ｍ、４００ｍＲ 佐々木友也(1D)【※東北選手権出場】

男子110mH　２位 仲居奨(3A)【※東北選手権出場】

女子走幅跳、男子砲丸 男子100m　２位 野呂龍斗(2D)【※東北選手権出場】

男子８００ｍ、４００ｍH、５０００ｍ 男子200m　６位 佐藤朋也(1N)【※東北選手権出場】

女子三段跳、女子砲丸 男子砲丸投　７位 鈴木和真(2A)

男子1500m　８位 田村耀大(2N)

１１０ｍH、２００ｍ、女子８００ｍ 女子5000mW　２位 畠山和奈(3A)【※東北選手権出場】

女子100m　４位 成田萌(3A)【※東北選手権出場】

３０００ｍ、１６００ｍＲ、３０００ｍ障害 女子3000m　７位 阿部優華(1N)

男子三段跳、男子円盤 女子走幅跳　８位 加賀谷涼未(3A)

10/21(日)

6/2(土) トーナメント１回戦 ○ 75－ 57　花輪

6/3(日) トーナメント２回戦 ○124－ 44　矢島

6/3(日) トーナメント３回戦 ○ 89－ 69　金足農業

6/4(月) トーナメント準々決勝 ● 39－177　能代工業 ベスト８

6/2(土) トーナメント１回戦 ● 34－ 70　花輪

１回戦敗退

6/2(土) トーナメント１回戦 ○　２－０　男鹿海洋

6/3(日) トーナメント２回戦 ●　０－２　湯沢 ２回戦敗退

6/2(土) トーナメント１回戦 ●　１－２　本荘

１回戦敗退

5/26(土) トーナメント２回戦 ●　０－８　角館

２回戦敗退

6/2(土) 個人選手権（インターハイ予選）予選・決勝 団体　１位 浅利駿揮(3D)､大髙達也(3D)､田村拓三(3D)

6/3(日) 団体決勝リーグ 工藤唯織(2D)､齋藤晃良(1A)､佐藤貴規(1R)

個人体重別 櫻田航汰(1N)【※インターハイ出場】

個人選手権　３位 田村拓三(3D)【※インターハイ出場】

個人体重別　 80㎏　１位 工藤唯織(2D)【※東北選手権出場】

　　　　　　 　100㎏　１位 浅利駿輝(3D)【※東北選手権出場】

100㎏　３位 齋藤晃良(1A)【※東北選手権出場】

6/2(土) 男女団体トーナメント１～３回戦 男子　○３－０　大農太田

男子　●０－３　秋田工業 ２回戦敗退

女子　●０－３　聖霊女子 １回戦敗退

6/3(日) 男女個人ダブルス１～２回戦、団体決勝

6/4(月) 男女個人シングルス１～２回戦、ダブルス決勝 女子ダブルス　ベスト32 金田陽菜乃(3C)･佐藤茉奈(2D)

6/5(火) 男女個人シングルス決勝 女子シングルス　ベスト64 九嶋希莉(3A)､小林安奈(3D)

6/3(日) 団体予選１回戦 男子団体予選　１位 １６中

女子団体予選　１１位 　６中　敗退

団体予選２回戦 男子団体予選　１位 ３１中

団体予選３回戦 男子団体予選　１位 ４３中　決勝進出

6/4(月) 個人予選１回戦 男子団体　２位 　●　８(3･3･3)－　８(3･3･4)　大館桂桜

団体決勝リーグ 　○１２　　　 －１１　 　　　西目

　○１３(5)　　－１３(1)　　　角館

２勝１敗３３中【※東北選手権出場】

6/5(火) 個人予選２回戦 男子個人決勝進出 山田啓吾(3R)　男子優秀選手賞

個人決勝 女子個人決勝進出 明石彩乃(3B)　女子優秀選手賞

6/2(土) 個人フルーレ 男子学校対抗　１位 宮崎泰我(3D)､成田航也(3D)､佐藤武揚(3A)

6/3(日) 学校対抗・個人エペ・サーブル予選 三浦基輝(3N)､鈴木孝明(3C)

6/4(月) 個人エペ・サーブル 【※インターハイ出場】

個人対抗フルーレ　１位 成田航也(3D)【※インターハイ出場】

２位 宮崎泰我(3D)【※インターハイ権出場】

３位 佐藤武揚(3A)【※東北選手権出場】

個人対抗エペ　１位 佐藤武揚(3A)【※インターハイ出場】

３位 鈴木孝明(3C)【※東北選手権出場】

個人対抗サーブル　１位 成田航也(3D)【※インターハイ出場】

２位 宮崎泰我(3D)【※東北選手権出場】

４位 吉田悠馬(2D)【※東北選手権出場】

女子学校対抗　２位 藤本桃歌(3B)､和田静香(3B)､春日真由(3D)

金夏織(2A)､森川由美(1A)

【※東北選手権出場】

個人対抗サーブル　３位 藤本桃歌(3B)【※東北選手権出場】

５位 和田静香(3B)【※東北選手権出場】

5/27(日)
陸上競技

横手市
雄物川体育館

5/28(月)

6/4（月）

6/3(日)

5/26(土）

5/25(金）

男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ

女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ

女子 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

相撲

西目カントリーパーク
ほか

秋田県立武道館

女子 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

横手市
増田体育館

横手市
横手体育館

美郷町
リリオス

剣道

柔道

秋田市雄和
県営陸上競技場

秋田県立武道館

大館市
タクミアリーナ

ｻｯｶｰ

秋田市
ＣＮＡアリーナ★あきた

男子 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

平成３０年６月１１日（月）　特別活動部

秋田市雄和
県立中央公園
テニスコート

6/2(土）
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卓球

男子 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

6/4(月)

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ

弓道

陸上競技
（駅伝）

秋田市八橋陸上競技場
県都一周

横手高校体育館


